第1369回

令和元年11月7日号

週報編集 / 公共イメージ・会報委員会：井手 陽一、川島 千鶴、西村 浩輝、崎元 英伸、有吉 中
本日の出席率７６.７４％：会員数４７名・出席２８名・欠席１３名・出席規定免除会員５名・ビジター２名
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二週間ぶりの例会です。 二週間
の間に一段と秋の気配が深まって
来ました。 北海道の旭川では初
雪が降ったそうです。 それでも例
年より遅い初雪だそうです。
この二週間の間に色々な事が起
こっています。 ちょうど一週間前
は、 沖縄の首里城が火災で全焼
しました。 原因はまだわかりませんが早く再建されることを願うば
かりです。 そして芸能人の三年間収入無申告の話題にはびっく
りしました。 わざわざ節税対策で法人化して結果として忙しくて
申告をしなかったというのは我々社会人として理解しがたいで
す。 そしてもうひとつ驚きのニュースがありました。 ズワイガニの
初セリで蟹一杯５００万円で競り落とされたそうです。 足一本何
十万になるんでしょうか。 リクエストをするお客様がいることにも
驚きですが、 かたやその日の食事も出来ない人々が世界中に
大勢いることも事実です。 非常に複雑な気持ちでニュースを見
ていました。
今日は米山記念奨学生のホァン ・ キン ・ ガンさんの卓話です。
今日本の経済成長は非常に低いですがベトナムは高い経済成
長率を達成しています。 是非ガンさんの話を聞いて我々ロータ
リークラブの会員もヒントが見つかればと思います。 そしてぜひ
ガンさんには将来日本で体験したことをベトナムの人達に伝えて
頂き日本との懸け橋になって頂きたいと思います。 今日はよろし
くお願いします。

１．例 会 変 更

＊佐世保東ロータリークラブ
１１月２４日 ( 日 )１４ ： ００～
※秋季行事のため

福岡県如意輪寺

２．来 信

■国際ロータリー日本事務局より
・ 11 月のロータリーレートのお知らせ

１ドル＝108 円

■ガバナー事務所より
・ 2019 年手続要覧 注文のご案内
・ ロータリー財団月間｜リソースのご案内
・ 「クラブと会員のロータリーに関する意識調査 （アンケー
ト）」 のお願い

職業奉仕委員長 宮﨑 宗長 君
いよいよ来週が 「社員招待映画例会」 となりました。 上映映画
は 「最高の人生の見つけ方」 となっています。 当日は会員を
含め１５０名を超える方々にご参加いただきます。 よろしくお願
いします。

佐世保南 RC 池内 章雄様
貴 RC に佐世保南から初めてメークアップに参りました。 よろ
しくお願いします。
佐世保南 RC 重信 哲様
本日は米山のホァン ・ キン ・ ガンさんのカウンセラーとして伺
いました。 とても快活で素晴らしい女性です。 よろしくお願い
します。
南部 建会長・前田 眞澄副会長・田中 啓輔幹事
本日は、 米山奨学生ご同行の佐世保南 RC 重信 哲様、 メー
クアップでお越しの池内 章雄様ご来訪誠にありがとうござい
ます。 クラブ会員一同、 歓迎いたします。 今月はロータリー
財団月間になります。また本日の例会では米山奨学生ホァン・
キン ・ ガン君に卓話をお願いしています。 どうぞよろしくお願
いいたします。
平岩 義明君・馬場 貴博君・川島 千鶴君・井手 陽一君・
田中 啓輔君・吉野 英樹君
佐世保南 RC 重信様のご来訪ありがとうございます。 また今
年はシーフェスにて実行委員長を全うされお疲れ様でした。
ロータリーでも、 他でも、 このように活躍される姿を見て我々
も誇らしく思います。 YEG ではほとんどからむことはありませ
んでしたがニコニコします。
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宮﨑 宗長君
来週は 「社員招待映画例会」 です。 上映映画は 「最高の
人生の見つけ方」 となっています。 現在会員が４１名、 社
員様等の出席が１１０名、 合計で１５１名の参加を予定して
います。 たくさんの方のご参加と皆様のご協力に感謝してニ
コニコいたします。
追伸 ： 今朝 2 人目の孫が誕生しました。 女の子です。
岡 光正君
本日の例会ですが、 娘のわがままでハワイでの結婚式の為、
欠席いたします。 この時間は帰りの飛行機の中です。 ４年連
続のホームクラブ１００％出席は本日で途絶えますが、 また来
週から頑張って出席します。
芥川 圭一郎君
佐世保南 RC、 重信さんのご来訪を大歓迎します。
馬渡 圭一君
ホァン ・ キン ・ ガン様、 佐世保南 RC の重信さま、 池内様ご
来訪ありがとうございます。 重信様、 いつものように蝶ネクタ
イが大変似合っています。 思わずニコニコいたしました。
本日の合計

17,000 円

本年度の累計

502,000 円

米山記念奨学生
ホァン・キン・ガンさん
ベトナム出身 長崎国際大学国際観光学科
世話クラブ：佐世保南RC

１． 自己紹介
長崎国際大学国際観光学科 3 年生 ホァンキンガンと申しま
す。 今日は、 私たち留学生の日本生活を応援していただいて
いるロータリアンの皆様にお礼を申し上げます。 本当に心より感
謝いたします。 本日はよろしくお願いいたします。
私は日本に来てから４年に経ちました。 日本にきて最初は鹿
児島で専門学校の日本語学科で 1 年半日本語を勉強しました。
その時日本語はあまりわからなかったのですが先生と友達のお
かげで日本語がわかるようになりました。 専門学校で勉強の時は
学際や交流会やボランティアなどに参加しました。 それで日本
の文化を理解できて日本のことがもっと好きになりました。
専門学校卒業後長崎国際大学に入学しました。 現在は観光
に関して勉強しています。 大学に入って小学校や高校や他大
学などと奉仕活動とお祭りのボランティアに参加しました。 小学
校と高校で生徒の皆さんと交流したり、 自分の国のベトナムの文
化を紹介したりしました。 他大学で、 ベトナムの料理を作り、 国
の料理の作り方を教えてあげました。 そして、 病院や老人福祉
施設で母国の服装や歌、 ダンスなどを披露しました。 春休みに
は、 障害者施設でのそば打ちに参加しました。 初めてのそば
打ちだったため、 うまくできなかったので、 障害者の皆さんから
何回も 「お代わり」 の声を聞いて本当に嬉しかったです。
２． 国の紹介
ベトナムは東南アジアに位置しています。 日本から直線距離
で約 3600km （飛行機で６時間位）。 ベトナムの面積は 33 万

1,690 平方キロメートルです。 総人口約 9,073 万人です。 首都
はハノイで言語はベトナム語です。
ベトナムといえば伝統的なアウザイや美味しいなフォーなどと
いった印象があります。国民の約７０％が仏教ですが、キリスト教、
イスラム教も広がっています。 また、 民族はベトナム国民のうち
大半がキン族で、 都市部に集中しています。 その他、 少数民
族が 53 民族もあります。 ベトナムは多民族の国です。
３． 留学理由
私は将来国際的な企業で働くことを希望しているため日本に留
学しました。 しかし、 留学はお金がすごくかかり、 本当に悩みま
した 。 その時日本で留学している先輩と出会いがありました。
その先輩から日本のことを教えてもらいました。 先輩から日本で
自分の力でアルバイトをして、 学費や生活などを自分で払えると
言われました。 親の負担をかけたくないので日本で留学すれば
自分の夢を叶えることができると思います。 両親が応援してくれ
て、 自分の将来ために、 勇気を持って来日しました。
４． 世話のクラブの紹介
現在私のロータリーの世話クラブは佐世保南ロータリークラブで
す。 佐世保南ロータリークラブは 1957 年に創立されました。 現
在会員数は７４名です。 会長は田中方です。 私のカウンセラー
は重信さんです。 例会日は金曜日です。
５． 現在の学習 ・ 今後の進路
長崎国際大学に入学し２年が過ぎました。 入学当初、 日本で
の生活は、 驚きの連続でしたが、 時間の経過と共に多くの事を
学び、 自分の成長を実感できました。 私はベトナムの旅行業界
を拡大させる夢を実現するため、 計画を立てて、 観光資源とマー
ケティング ・ 経営戦略に関する科目を中心に勉強を始めました。
大学に入学する時、 ２年生の時国内旅行業務取扱管理者とい
う国家試験を目指して観光に関する科目を選んで勉強していま
した。 具合的には国内運賃や国内観光資源の科目を習いまし
た。 以前は日本といえば富士山しか知らなかったです。 観光資
源を勉強すればするほど色な知識を持つようになりました。 本当
に難しい科目ですがすごく面白かったです。 1 年は大学の学習
環境にまだ慣れていなかったが、 先生方や周りの先輩や友達が
手伝ってくれたので、 各科目の基盤知識が習得できました。
２年では、 国家試験のため勉強を頑張って資格を取得しまし
た。 そして、 ３年生のとき総合旅行業務取扱管理者の資格を取
るため海外観光に関する科目を選択しました。 そこで、 学生自
身はただ教科書を勉強するだけではなく、 自分の発想と能力を
発揮し、 より努力しないといけなかったんです。
３年次では、 私は自分が好きな専門科目を選択し、 勉強して
います。 それは航空学です。 毎週、私は、専門演習に参加して、
担当先生に教わるだけではなく、 ゼミの仲間と専門的な知識を
深め合い、 非常に有意義な時間を送っています。
来年度も、航空学を続けて研究したいと思っています。他には、
私は学校で行う就職活動の講義に参加して、 日本での就職活
動に関する知識を身に付けたいと思います。

ＳＡＡ： 野村 和義君
次回例会／１１月１４日１８ ： ３０～

